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国際連合（UN） Industrial Commodity Statistics Database の使い方 

 
URL：https://unstats.un.org/UNSDWebsite/ 

 

 
１．上記の URL から国連統計部のトップページを表示し、「Data」から「UNdata」を選択、

クリックする。 
 
２．「UNdata」のページが表示されたら、「Datamarts」をクリックする。 

このデータベースでは、各国における鉱工業製品の生産量などのデータについて調

べることができます。 

 
 

クリック。 

クリック。 
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「Datasets」が表示される。 

 
３．品目を選択し、データを表示させる。 

①「［1］Ores and minerals; electricity, gas and water」中の「［14］Metal ores」にあ

る「Iron ores and concentrates」の「View data」をクリックする。 

 

【例】「鉄鉱」を調べる場合。 
（調べることができる品目の例については、P.7 以降を参照。） 

クリック。 
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② データベースの画面が表示される。 
 選択した品目についてのすべての国、年次のデータが初期値として表示される。 

 

③ データをダウンロードする場合は、「Download」をクリックし、ファイル形式を選択

する。 

 

複数ページがある場合は、「◀」や「▶」をクリック

すると前後のページが表示される。 
 

(1)「Download」をクリック。 
(2) ファイル形式を選択。 
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【参考１】国、年次等を絞り込みたい場合は、チェックボックスにレをチェックする。 

 

 
 

 
 

 
データが表示される。 

 
 

(3)「Apply Filters」を
クリック。 
 

(1) 国（地域）を選択。 
 

(2) 年次を選択。 
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【参考２】表頭に年次を配置してデータを見たい場合は、「Select pivot column」をクリッ

ク、「Year」を選択、「Update」をクリックする。 

 
 
表頭が年次になったデータが表示される。 

 
 

(1) 「Select pivot column」をクリック。 

(2)「Year」を選択。 

(3) 「Update」をクリック。 
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【参考３】表頭にコードを配置してデータを見たい場合は、「Select columns」をクリック、

「Commodity Code」を選択、「Update」をクリックする。 

 

 
データに「Commodity Code」が表示される。 

 

(1)「Select columns」をクリック。 

(2) 「Commodity Code」を選択。 

(3) 「Update」をクリック。 
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【参考４】次のような品目について調べることができる。 
※Code は、中央生産物分類（CPC：Central Product Classification Ver.1.1）を基に付与されている。 

Code Description 和訳 

11010-0 Hard Coal 石炭 
12010-0 Crude petroleum 原油 

12020-1 Natural gas 天然ガス 

13000-1 Uranium ores and concentrates ウラン鉱 

14100-0 Iron ores and concentrates 鉄鉱  
14210-0 Copper ores and concentrates 銅鉱  
14220-0 Nickel ores and concentrates ニッケル鉱 
14230-0 Aluminium ores and concentrates (Bauxite) ボーキサイト 
14240-1 Gold ores and concentrates 金鉱 
14240-2 Silver ores and concentrates 銀鉱 
14290-1 Tin ores and concentrates すず鉱 
14290-2 Lead ores and concentrates 鉛鉱 
14290-3 Zinc ores and concentrates 亜鉛鉱 
14290-5 Molybdenum ores and concentrates モリブデン鉱 
15130-1 Granite, sandstone and other monumental or 

building stone 
石碑用・建築用岩石  

15200-0 Gypsum; anhydrite; limestone and other calcareous 
stone 

石こう・石灰石  

15400-0 Clays 粘土 
16110-1 Natural phosphates, P2O5 content 天然リン酸塩  
16110-2 Crude potash salts, K2O content 天然カリウム塩類  
16200-1 Salt and pure sodium chloride 塩  
21110-1 Beef and veal 牛肉  
21110-2 Pork 豚肉  
21120-1 Poultry, dressed 鳥肉  
21220-0 Fish, fish fillets, other fish meat and fish livers and 

roes, frozen 
冷凍魚類 

21230-0 Fish, dried, salted or in brine; smoked fish; edible fish 
meal 

塩干魚類 

21630-1 Oil, soya-bean, crude 大豆油  
21680-1 Margarine and similar preparations マーガリン  
22940-0 Butter and other fats and oils derived from milk バター  
22950-0 Cheese and curd チーズ 
23110-0 Wheat or meslin flour 小麦粉  
23510-0 Raw sugar 粗糖 
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Code Description 和訳 
24130-0 Spirits, liqueurs and other spirituous beverages 蒸留酒  
24210-0 Wine and grape must ワイン  
24310-0 Beer ビール  
24410-0 Mineral waters and aerated waters ミネラルウォーター 

24490-0 Soft drinks, excluding water and fruit juices ソフトドリンク 
26300-1 Yarn of wool 毛糸  
26300-2 Cotton yarn (other than sewing thread) 綿糸  
26500-1 Woven woolen fabrics 毛織物  
26510-0 Woven fabrics of silk or of silk waste 絹織物  
26600-0 Woven fabrics of cotton 綿織物  
26700-0 Woven fabrics of man-made filaments and staple 

fibers 
合成繊維織物  

31000-2 Wood, coniferous: sawn or chipped lengthwise and 
thicker than 6mm; continuously shaped 

製材 

31400-1 Plywood 合板 
32112-1 Chemical wood pulp, soda and sulphate, other than 

dissolving grades 
木材パルプ 

32121-0 Newsprint 新聞用紙 
32151-0 Corrugated paper and paperboard 段ボール紙 
32193-0 Toilet paper, sanitary, hospital articles and similar 

articles of paper 
衛生用紙 

33100-0 Coke コークス 
33310-2 Motor gasoline 発動機用ガソリン  
33330-0 Naphthas ナフサ  
33340-1 Kerosene 灯油 
33370-0 Residual fuel oils 残渣燃料油 
33500-3 Bitumen (asphalt) アスファルト 
34230-1 Caustic soda か性ソーダ 
34613-0 Nitrogenous fertilizers, mineral or chemical 窒素質肥料  
34615-0 Potassic fertilizers, mineral or chemical (except crude 

potash salts) 
カリ質肥料  

34720-1 Polystyrene, in primary forms ポリスチレン  
34730-1 Polyvinyl chloride, in primary forms ポリ塩化ビニル 
34790-1 Polypropylene, in primary forms ポリプロピレン 
34800-0 Synthetic rubber 合成ゴム 
36111-0 New pneumatic tyres, of rubber, for motor cars タイヤ  
37420-0 Quicklime, slaked lime and hydraulic lime 石灰 
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Code Description 和訳 
37440-0 Cement, except in the form of clinkers セメント  
41111-0 Pig iron and spiegeleisen 銑鉄  
41120-0 Crude steel and steel semi-finished products 粗鋼  
41210-0 Flat-rolled products of iron or steel, not further 

worked than hot-rolled 
熱間圧延鋼板 

41232-2 Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, plated 
or coated with zinc (galvanized sheets) 

亜鉛めっき鋼板 

41240-0 Bars and rods of iron or steel, hot-rolled 棒鋼 
41270-1 Tubes, pipes and hollow profiles, of iron or steel 鋼管   
41413-1 Refined copper; unwrought, not alloyed 精製銅  
41431-1 Aluminum, unwrought, not alloyed アルミニウム   
41441-1 Refined lead, unwrought 鉛  
41442-1 Zinc, unwrought, not alloyed 亜鉛   
43110-1 Internal combustion engines, excluding diesel, other 

than for motor vehicles and aircraft 
内燃機関（ディーゼル

機関を除く） 

43110-2 Diesel engines, other than for motor vehicles and 
aircraft 

ディーゼル機関 

44130-1 Combine harvester-threshers コンバイン   
44213-0 Lathes for removing metal 旋盤  
44214-0 Machine-tools for drilling, boring or milling metal ボール盤、中ぐり盤  
44420-1 Mechanical shovels, excavators and shovel loaders 掘削機械  
44811-1 Combined refrigerators-freezers, with separate 

external doors 
冷蔵庫 

44812-1 Household washing and drying machines 洗濯機、乾燥機 
45230-0 Desktop PCs デスクトップパソコン 

47220-1 Telephones, videophones 固定電話  
47310-1 Radio receivers ラジオ   
47313-2 Television receivers テレビ  
49112-0 Public-transport type passenger motor vehicles バス 
49113-0 Passenger cars 乗用自動車  
49114-0 Trucks トラック   
49910-1 Motorcycles, scooters, etc., other than those of a 

cylinder capacity not exceeding 50 cc; side-cars 
自動二輪車 

 


